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next  Stage 
 

～感謝と期待を込めて～新潟県言語聴覚士会会長 井口光開（南魚沼市民病院） 

先日は、会員の皆様より臨時総会ならびに法人設立

総会開催に際し、多大なご協力を賜り御礼申し上げま

す。平成13年3月に設立された当県士会は、現在会

員数が370名を超え、行政や他団体と連携した公益

的な事業も年々増してきております。法人設立に関し

ては、県士会の組織体制、全国の都道府県士会の状況

等鑑みて準備を進めてまいりましたが、お陰をもちま

して2017年10月1日より新潟県言語聴覚士会は、

一般社団法人として新たに歩み始めました。 

このたびの法人設立にあたり、県士会設立と言語聴覚士の職能活動の礎を築かれた初代会

長である長岡中央綜合病院の目黒文先生、また日本言語聴覚士協会や PT、OT士会との連携

にご尽力された2代目会長の新潟労災病院の森田浩先生に改めて感謝申し上げます。特に両

会長時代には中越（2004年10月）、中越沖地震（2007年7月）の発生があり、被災者

支援において県士会や言語聴覚士が出来ることは何なのか、また何をすべきかなど、運営委

員会の中で議論を重ねたことを今でも鮮明に覚えております。このことは同時に職能団体と

しての責任や役割についても深く考える貴重な経験となりました。私が会長となった2010

年以降も東日本大震災（2011年3月）や熊本大地震（2016年4月）が発生し、組織運

営上この時の経験が大いに役立ったことは言うまでもありません。新団体では災害対策の他、

学術研修活動、地域包括ケアシステム、健康寿命延伸、発達支援教育において、より公益性

の高い事業を執り行っていく必要があります。広く社会に貢献すべく設立した一般社団法人

ですので、組織的に公益事業を展開できるよう、県内各地域の ST一人一人が手を取り合い

協力し合いながら県士会事業に協力いただければと存じます。 

最後に、これまで8年という長きに渡って会長職を務めてまいりましたが、法人設立を成

し得たことを機に、平成30年3月31日の旧県士会の解散をもって会長職を退任すること

をご報告いたします。これまでご支援、ご協力を賜りました多くの先生方、大変ありがとう

ございました。新たな県士会の舵取りは、新潟リハビリテーション大学の佐藤厚先生にバト

ンタッチいたしました。便宜上、平成29年度事業を滞りなく執り行うため、今年度は旧県

士会も並行しての運営となります。当面、新体制では次年度の事業計画、予算案の策定、入

会手続き等を中心に行いますが、公には新潟県の言語聴覚士による職能団体は、一般社団法

人新潟県言語聴覚士会が担い活動を開始したことを皆様にはご承知おき頂きたいと思います。

種々の情報は、リニューアルした県士会ホームページにてご確認いただければと思います。

今後さらなる一般社団法人新潟県言語聴覚士会の発展と活躍を期待しております。 
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一般社団法人新潟県言語聴覚士会会長 佐藤厚（新潟リハビリテーション大学） 

 

   先日の総会にて、新潟県言語聴覚士会は一般社団法

人として活動を開始する運びとなりました。任意団体

としての新潟県言語聴覚士会は平成 30 年 3 月で解

散し、4 月から新法人が本格的な活動を開始します。

今年度中は両会が併存して新事業などの準備をして

いきます。会員の皆さんには新法人への入会手続きな

どご面倒をかけますが、ご理解頂き手続きを速やかに

お願いいたします。 

 言語聴覚士はその需要とはうらはらにまだ知名度が低く、国家資格取得を志す人が充分と

言えない現状です。職能団体はその職業に従事する人たちの水準を維持し、地位を安定させ

るとともに、その地域への貢献が求められます。新潟県民が言語聴覚士という職業をよく知

り、生活や健康の維持に欠かせない存在であることをアピールしていきたいと思っています

ので、どうか皆さんの力を貸してください。よろしくお願いします。 

 

 一般社団法人 新潟県言語聴覚士会の役員を紹介します。役員と研修会等で会いましたら、

県士会の活動などについての皆様からのご意見等を聞かせていただけると嬉しいです。気軽

にお声がけください。 

 

＜右下段より＞高橋圭三（事務局長：新潟リハビリテーション大学），堂井真理（副会長：総

合リハビリテーションセンターみどり病院），佐藤厚（会長：新潟リハビリテーション大学）, 

井上真一（副会長：脳神経センター阿賀野病院） 

＜真ん中右より＞本間桜（学術局員：新潟市民病院），斉藤望（社会局員：川瀬神経内科クリ

ニック），蓮子浩之（公益事業部：こんの脳神経クリニック），佐藤卓也（学術局長：新潟リ

ハビリテーション病院），長井彩香（総務部：新潟病院），名古屋千恵子（財務部：長岡西病

院） 

＜上右段より＞山田大樹（調査部：西蒲中央病院），齋藤和幸（社会局長：三島病院）， 

阿志賀大和（事務局：新潟リハビリテーション大学），田村俊暁（総務部：新潟医療福祉大学），

伊藤綾子（広報部：やすらぎ園） 
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新潟県言語聴覚士会広報部部長 伊藤綾子（やすらぎ園） 

 

H29年10月1日より、新潟県言語聴覚士会のホームページが生まれ変わりました。これ

からの ST の明るい未来を照らすような雰囲気のオレンジを基調としました。一般社団法人

新潟県言語聴覚士会の入会申し込みを始め、勉強会情報など満載です。こまめに情報を更新

しています。是非、一度覗いてみてください。 

 

                                                      

    

一般社団法人新潟県言語聴覚士会の入会申し込みもこちらから受け付けています。 

必ず、入会申し込みが必要となっておりますので、是非、ホームページをご利用ください。 

アドレスも変わりました！！   

niigata-st．com で検索！！ 
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～平成30年度（一社）新潟県言語聴覚士会研修会について～ 

 

新潟県言語聴覚士会学術局局長 阿志賀大和（新潟リハビリテーション大学） 

 
来年度の学術局の活動について、現在学術局や学術大会実行委員会にて話し合いを進めて

おります。どの研修会も対象者やご家族などへ必要十分かつ適切なサービスを提供する上で
重要です。中でも学術大会は定期総会も同時開催されること、年度の最初の学術的活動であ
ることから、時間をかけて準備を進めています。既に次回の学術大会の中身でいくつか決ま
りつつありますので、下記にお知らせ致します。 
県学会は全てが手作りですが、一般演題が集まらないと学術大会は成立しません。幸いな

ことに毎年15題余の一般演題が集まり、どの演題も興味深く、私自身にとっても良い刺激

になっております。第6回大会においても多くの演題をご応募いただきたく存じます（演題
募集期間は下記参照）。また、前回大会よりSTの発展や臨床にとって特に有益な演題は表
彰しております。そして、そのような演題も含め、県学会でご発表いただいた内容が全国学
会での発表、そして論文になれば県学会の意義がさらに増すと思います。「新潟から全国に
発信」し、全国のSTの質の向上の牽引役になれれば学術局担当として、これほど嬉しいも
のはありませ 

ん。 
 次回は法人化してから、記念すべき最初の学術大会です。お仲間をお誘いいただき、たく
さんの方と会場でお会いできるのを楽しみにしております。 
そして、最後にもう1つ重要なお知らせです。 
平成 30年度より、研修会の案内チラシは廃止予定です。そのため 

研修会の案内は県士会website、年間計画、らくらく連絡網の案内、Next STageの記事
にてご確認下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

《 第 6回新潟県言語聴覚士会学術大会概要 》 
 

 大会長：佐藤 厚 先生 
 

 （新潟リハビリテーション大学言語聴覚学専攻長） 
 

 大会テーマ：症例から学ぶ言語聴覚療法 
 

 会 期：2018年 6月2日 (土) 
 

 会 場：NSGカレッジリーグ学生総合プラザ STEP 
 

 主な内容：特別講演、一般演題、企業展示 
 

 一般演題募集期間：平成 30年 2月 28日 
         午後5時〆切 
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平成28年度第4回理事会 議事録 

日 時：2016年9月10日 15時30分から17時30分  会  場：新潟市生涯学習センター  

出席者：井口・大平・堂井・井上・高橋・蓮子・斎藤・伊藤・山田・名古屋・本間・佐藤（卓）・徳間・廣瀬・田村    

1.報告事項 1)共通事項 ［会長報告］・9 月 23・24 日新潟市にて日本摂食嚥下リハビリテーション学会に井口、堂井、

佐藤（卓）が参加。・10月5日新潟市にて新潟県リハビリテーション専門職協議会に参加予定。 

・10月29日東京にて秋期都道府県士会会長会議 井口会長出席予定。  

［その他］・8 月 2 日みどり病院にて第 3 回介護予防推進に資するリハビリテーション専門職総合育成事業研修準備会議開

催。堂井、阿志賀、高橋、佐藤卓也、蓮子、井上参加。・8月5 日新潟市にて新潟県リハビリテーション専門職協議会開催。

井口、堂井、髙橋、斎藤、井上出席。・9 月 6 日みどり病院にて第 4 回介護予防推進に資するリハビリテーション専門職総

合育成事業研修準備会議開催。堂井、髙橋、佐藤卓也、井上参加。 

2)学術局・第 5 回学術大会実行委員会について報告された。・8 月 28 日長岡中央公民館にて初期研修『地域包括コース』

開催。   

・平成28年食支援多職種連携プロジェクトの第2回協議会について報告された。 

3)事務局・平成28年10月8日 新潟県作業療法士学会開催。・県士会の封筒の追加注文について報告された。 

・会員動向 （ 2016/9/9現在）正会員３６４名、準会員４名、賛助会員９社、学生会員２名 計３７９名 

[入会]桑原 一美 （小千谷さくら病院）、米持いずみ（ 新潟西蒲メディカルセンター病院）、秋元瑞帆（白根大通病院）、

長谷川史弥 （白根大通病院）、川﨑優（新潟聖籠病院）、渡部弘基 （新潟聖籠病院）、八幡栄汰（新潟聖籠病院）、武士俣

綾音 （老人保健施設 第二にいがた園）、小山健太（総合リハビリテーションセンターみどり病院）、佐藤大海 （特別養護

老人ホーム くりの木）、橋田裕美（新潟大学医歯学総合病院） [異動]高野峻佑（介護老人保健施設みそのぴあ →新潟聖籠

病院）、市川由貴（（旧姓 此村）自宅 ⇒新潟南病院）、石澤あすか （介護老人保健施設葵の園・新潟寺尾⇒新潟聖籠病院）、

大久保絵美（総合リハビリテーションセンターみどり病院⇒新潟聖籠病院）、浜本彩（介護老人保健施設新井愛広苑 ⇒新潟

リハビリテーション病院）、藤間紀明（ 新潟リハビリテーション大学大学院⇒ディサービスあおぞら）[氏名変更] 此村→市

川由貴、宮下→長谷川亜衣、井上→有木真衣、佐藤→津野かおる［退会] 竹内 友香       

＜財務部＞・収入 287,000 円 支出 430,467 円 残高 1,651,547 円 未納分会費 310,000 円 

＜総務部＞・会費の納入は6月末で締め切る件について報告された。 

＜定期総会準備委員会＞・9月8・9日ハイブ長岡で開催された旨が報告された。 

4)社会局 ＜広報部＞・リーフレット完成について報告された。・広報誌61号７月発行について報告された。 

＜公益事業部＞・ 9月17・18日長岡市でともしびまつりに参加。 ・10月16日新潟市で福祉まつりに参加。 

＜調査部＞ ・新潟県リハビリテーション専門職協議会にて「地域活動マニュアル」の作成について報告された。 

5）社会局常任委員会 ＜地域報告ケアシステム推進委員会＞・長岡市多職種交流会について報告された。 

8月26日包括なかじま圏域 長岡日赤病院伊原先生出席。8月29日包括なかのしま・よいた圏域 斎藤出席。9月3日包

括みやうち・やまこし圏域 長岡中央綜合病院目黒先生出席。9月7日包括わしま・てらどまり圏域 老健てらどまり北先生

出席。9月9日包括けさじろ圏域 長岡中央綜合病院片桐先生出席。9月27日包括まきやま・みしま圏域  楽山苑西野先生

出席予定。9月27日包括ふそき圏域 吉田病院齊田先生出席予定。10月14日長岡医師会館にてSTの代表者として伊藤

理事が出席予定 

＜災害対策委員会＞・熊本地震災害義援金の総額と振り込みについて報告された。・災害ボランティアの募集呼びかけについ

て報告された。・災害研修は開催時期が把握しにくく多岐にわたるため、内容や予算の面から参加を検討。 

・災害研修：9月21日第2回CFS（子供に優しい空間）研修会に堂井参加予定。 

 9月22日BHELP新潟大学プロバイダーコースに堂井参加予定。・岩手県岩泉町の水害について被害状況の報告。 

＜新潟県介護予防市町村支援専門部会＞・今年度の会議打ち合せは、9月下旬～10月上旬で日程調整中。 

＜福祉祭り実行委員会＞・平成28年度健康長寿延伸フォーラム打ち合わせ開催について報告された。 

6)特別委員会 ＜学校教育連携委員会＞ ・特記事項なし 
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＜法人化準備委員会＞・9月10日法人化準備会議を新潟市生涯学習センターにて開催。大平、阿志賀、髙橋、井上参加。 

2．検討事項・第5回学術大会参加費について承認された。・義援金について承認された。・新潟県専門職協議会について承

認された。・実務者研修会について承認された。・会議運営方法について承認された。・法人化準備について承認された。 

3．その他報告事項 ＜食支援多職種連携プロジェクト＞7月26日県歯科医師会館にて開催。阿志賀，佐藤出席。 

〈歯科衛生士会〉佐渡在宅歯科医療連携室 山城 利恵，上越歯科医療連携室 村山 径，新潟在宅歯科医療連携室 森田 あ

けみ，上原 愛，長岡歯科医師会在宅歯科医療連携室 田辺 千佳子，十日町市中魚沼郡歯科医師会在宅歯科医療連携室 未

定，燕・弥彦在宅歯科医療連携室 沖野 和佳子，儀藤 道子，新発田市在宅歯科医療連携室 杉原 千代子，高橋 純子 〈言

語聴覚士会〉佐渡地区代表 北川 郁代，上越地区代表 森田 浩，新潟地区代表 平野 祥子，長岡地区代表 伊藤 綾子・

伊原 武志，十日町市地区代表 瀧澤 郁菜，燕・弥彦地区代表 田辺 政雄，新発田市地区代表 五十嵐 武士 

平成28年度第1回4役会議 議事録 

日 時：2016年10月8日 15時00分から17時10分  会  場：新潟市万代市民会館 

出席者：井口・大平・堂井・井上・高橋・阿志賀・田村  

1.報告事項   1)共通事項  ［会長報告］ ・JAS基礎講座講師養成の要件変更について報告された。 

・10/5新潟県リハビリテーション専門職協議会出席について報告された。・地域活動推進マニュアルについて報告された。 

・新潟県高齢者福祉保健課へ3士会からの書類を発送。 ・10/29都道府県士会 会長会議 出席予定。 

 [井上副会長] ・10/29 山形ST県士会法人化設立記念祝賀会 出席予定。 

[阿志賀学術局長] ・10/27フレイル対策検討会 出席予定。 

2)学術局 ・第5回学術大会実行委員会報告された。・1/29基金研修会外部講師について報告された。 

3)事務局 ・会員動向正会員366名，準会員4名，賛助会員9社，学生会員2名の計381名    

［入会]熊谷あずさ(とやの中央病院)、坂井摩耶(新潟聖籠病院) [異動]なし  

・第13回新潟県作業療法学会が10月8・9日とハイブ長岡にて開催    ・長岡赤十字求人をHPに掲載予定。 

4)社会局 ＜地域報告ケアシステム推進委員会＞・在宅医療推進センターについて報告された。 

・12/18新潟市民病院にて初期研修開催。・年明けに導入研修を開催予定。・基金研修実行委員の選出について報告された。 

＜災害対策委員会＞・熊本地震災害義援金の総額と振り込みについて報告された。 

＜新潟県介護予防市町村支援専門部会＞・10/31口腔・栄養部会会議 堂井出席予定 

6)特別委員会＜法人化準備委員会＞・コンサルタント料について報告された。  

 来年12月解散設立総会予定(活動開始は4月から)とし、解散・入会時の手続き,祝賀会開催,会員費を今後検討。 

定款作成のグループは理事会以外で検討。定款の作成までで必要な金額を行政書士に確認する。 

＜学校教育連携委員会・表彰委員会＞特になし 

2．検討事項  4役会議(仮)のあり方について検討され、次回理事会にて承認を得る。  

平成28年度第5回理事会 議事録 

日時：2016年11月12日 15時30分から17時30分   会場：長岡中央公民館(さいわいプラザ)  

出席者：井口・高橋・蓮子・斎藤・伊藤・山田・名古屋・本間・徳間・田村  監事：小林 

1.報告事項  1)共通事項  ［会長報告］・10月29日東京都にて秋期都道府県会長会議に出席。 

・11月19日長岡市にて訪問リハビリ実務者研修会及び懇親会に参加。  

・12月 7日新潟市にて新潟県リハ専門職協議会に出席予定。・12月17日新潟市にて4役会議に出席予定。 

［副会長報告］・10月29日山形県にて山形県言語聴覚士会法人化記念講演・祝賀会参加。 

・11月12日新潟市にて平成28年度新潟県医師会設立記念大会出席。 

2)学術局・県内研修会・勉強会一覧の更新について報告された。・臨床相談窓口を開設準備について報告された。 

・学術局メールアドレスの作成について報告された。・来年度の研修会計画について報告された。 

・研修会開催地域についての協議について報告された。・学術大会実行委員会について報告された。 

・新潟県フレイル対策検討会WG出席について報告された。・他職種連携食支援プロジェクトについて報告された。 

3）事務局 ・会員動向 （2016/11/8 現在）正会員367、準会員4、賛助会員9、学生会員2の計382 

[入会] 熊谷あずさ（とやの中央病院）坂井摩耶（新潟聖籠病院）片岡香穂（新潟西蒲メディカルセンター病院）[異動] なし    

＜財務部＞・収入 404,500円 支出 414,995円 残高 1,641,102円 未納分会費 190,000円 
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＜総務部＞・特になし  ＜定期総会準備委員会＞・事務局会議開催予定  

4)社会局 ＜広報部＞・next STage編集作業の進捗状況について報告された。 

・日本言語聴覚士会言語聴覚の日の原稿作成について報告された。 

＜公益事業部＞・9月17・18日長岡市にて開催された「すこやかともしびまつり」に参加。 

・9月22日新潟市にて開催された健康寿命延伸フォーラムに参加。 

・10月16日新潟市にて開催された第19回新潟市民健康福祉まつりに参加。＜調査部＞特になし。 

5）社会局常任委員会  ＜地域包括ケアシステム推進委員会＞・地域活動マニュアル完成について報告された。 

・新潟市西地区より依頼あり、山田が対応。・10月13日長岡市にて第2回長岡市地域包括ケア推進協議会に斎藤出席。 

・10月14日長岡市にて“第2回はつらつ広場支援事業 代表者会議‘に伊藤・斎藤参加。 

・長岡市多職種交流会について報告された。9月3日包括みやうち・やまこし圏域多職種交流会開催。長岡中央綜合病院目黒

先生出席。9 月 7 日包括わしま・てらどまり圏域多職種交流会開催。老健てらどまり北先生出席。9 月 9 日包括けさじろ圏

域多職種交流会開催。長岡中央綜合病院片桐先生出席。9月27日包括まきやま・みしま圏域多職種交流会開催。楽山苑西野

先生出席。9月27日包括ふそき圏域多職種交流会開催。吉田病院齊田先生出席。10月26日包括こしじ・おぐに圏域多職

種交流会開催。サンプラザ長岡西野先生出席。11月24日包括まきやま・みしま圏域多職種交流会開催。楽山苑西野先生出

席。 

・ブロック代表選出について報告された。見附市 （見附市立病院・ケアプラザ見附武石留衣先生）,小千谷市 （小千谷総合病

院総合リハビリセンター大矢拓良先生），燕市・弥彦村 調整中，新潟市北区 （新潟リハビリテーション病院菅原祥子先生），

新潟市江南区（こんの脳神経クリニック平田和晃先生），新潟市南区（白根大通り病院竹本敦雄先生），新潟市西区 （新潟

医療センター相談中）,胎内市（訪問看護ステーション中条愛広苑、訪問看護ステーション中条愛広苑,、関川ナーシングセン

ター 兼務 谷内理沙先生），関川村（関川愛広苑内山千里先生），聖籠町（聖籠病院相談中）柏崎・刈羽地区(兼任の可能性

あり)（長井瑞希先生），加茂市、田上町：調整中 

＜災害対策委員会＞・義援金について報告された。・災害ボランティア登録について報告された。 

・1月14日第2回新潟県災害リハ研修会開催について報告された。 

＜新潟県介護予防市町村支援委員会＞・10月31日 平成28年度の口腔機能向上部会開催について報告された。 

6)特別委員会 ＜法人化準備委員会＞・播磨先生からの提案が報告された。 

2．検討事項＜法人化準備委員会より＞・法人化メリット・デメリット文章のHPアップ可否について検討された。 

・Asocia行政書士法務事務所（播磨行政書士）との契約について検討された。 

＜会長より＞・JASからのアンケート調査依頼について協力・登録施設拡大方法について検討された。 

・会議の名称について４役会議の名称で承認された。＜その他＞・虚弱高齢者支援研修（3/10〜12）について講師依頼につ

いて承諾された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県言語聴覚士会事務局 ： 

新潟リハビリテーション大学医療学部 

リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 高橋圭三 

Tel0254-56-8292 Fax 0254-56-8291 

発行責任者 

老人保健施設 やすらぎ園 伊藤 綾子 

〒940-1111 長岡市町田町555番地  

Tel 0258（33）5551 Fax 0258（32）5777 

編集後記 
伊藤：６６号は、施設紹介と会員リレーエッセイをお休みさせていただきました。 

櫻井：新しくブログも県士会で始めました。http://blog.goo.ne.jp/kouho-st 

岩橋：健康に気をつけて今年は風邪をひかないように頑張ります。 

松田：新県士会へ入会し新たな会員番号の通知が来るのが楽しみです。 

石崎： 8月に第1子となる子供が生まれ新しい生活にしどろもどろしています。みなさん子育
てのアドバイスあれば教えてください。 
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福祉・労災指定：各種車椅子・座位保持装置・ベッド      

コミュニケーションエイド・福祉機器一般 

介護保険レンタル・介護住宅リフォーム相談 

 ㈱ Ｇ・Ｔ・Ｂ   

（オーエックス新越） 

〒 956-0017 新潟県新潟市秋葉区あおば通  

            ２丁目 28-27 

TEL 0250-25-2626  FAX 0250-25-7710 

http://www

.gtb-n

iigata.jp/ 
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